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竹原市荘野地域交流ｾﾝ ﾀ ｰ

TEL ・FAX 【 ２９－０９８３ 】

・３月 明るい地域づくりの会（女性会主催）

・３月 町民ふれあいグラウンドゴルフ大会

（地区社協主催）

・３月 荘野女性会総会

・３月 配食ｻｰﾋﾞｽ（弁当・ぼたもち）

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱせせらぎ主催）

♪ 仁賀・荘野交流ウオーキング

令和３年度１年間ありがとうございました

※行事中止のお知らせ※

≪裏面に続く≫

寒かったこの冬もようやく緩み日差しに春らしさを感じられるようになりました。まん延防

止等重点措置も２度にわたり延長され、まだまだコロナウイルス感染症の脅威にさらされ

ていますが、地域交流センターの活動は何とか再開できるようになりました。ワクチン接種

も３回目が始まり、重症化リスクを軽減する効果が期待されていますが、先ずは感染しな

い、拡大させないためのマスク着用、三密の回避など基本的な感染予防対策をしっかりと

りながら出来得る活動をしましょう。地域交流センターとして、３月は屋外行事から計画し

て

地元の史跡をみんなで訪ねてみませんか～みんなでのんび
り桜を愛でながら・・・ウォーキングを楽しみましょう～

日 時 ３月26日（土）９時集合受付
（小雨決行・雨天中止）

集合場所 下新庄集会所
（小早川神社バス停横東側の道を２００M）
（駐車場係がいます）
（現地集合現地解散１１：００頃）

コ ー ス 下新庄集会所～木村城あと（往復２キロくらい）
（山城なので少し山登りがあります）
（足元が悪いので気をつけて参加ください）

対 象 どなたでも
参 加 費 無料
持 参 物 飲み物・タオル他必要なもの
申 込 ３月１８日（金）までに

荘野地域交流ｾﾝﾀｰ(☎29-0983)

日 時 ３月30日（水）８時集合受付
（小雨決行・雨天中止）

８：００集合受付

８：３０開会式 終了後プレー開始
場 所 仁賀ダム多目的グラウンド

参加費 ５００円（当日受付時徴収）

参加賞他各賞有り

持参物 飲み物・タオル他必要なもの

対 象 仁賀地域交流ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞG同好会会員

荘野地域交流ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞG同好会会員

申 込 ３月２４日（木）までに

荘野地域交流センター（☎29-0983）

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会 中川さん

☆非会員の方も入会して是非参加ください

仁賀・荘野グラウンドゴルフ同好会

交 流 大 会

コロナ禍で延期していたライブですがやっと開催

できそうです。どうぞお越しください。

仁賀・荘野グラウンドゴルフ同好会の交流会を行います。

長くまん延防止等重点措置地区に指定されていたので

久々の大会になります。ふれあいを楽しもう・・・

の気持ちで皆さん是非ご参加ください。

※会議中止のお知らせ※

・３月 協働のまちづくりネッツワーク

各部会はコロナ感染予防の為

中止となりました

砂原地区住民の方よりのお願い

２月12日に神明行事を行いました。コロナ禍ではありましたが、昨

年と同じように有志のみでの開催で、しめ飾りなど他地区から持

参されたものも含めて焼かせていただきました。開催当日のこと

ですが、会場に出向くと他のゴミがたくさん置いてあり（中には焼

却灰10袋程度）驚きました。消防団の方々の御好意により焼却灰

などのゴミは市役所に持ち帰っていただきましたが、今後このよう

なことがないように願っています。

♪おじおばライブ♫

日 時 ３月13日（日）１３：００～
場所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

定員 申込制３０名まで

申 込 おじおばバンドﾒﾝﾊﾞｰ

又は地域交流ｾﾝﾀｰ（29-0983）



17日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
７日 （月） 10:00 にこにこキッズ 18日 （金） 13:30 生花教室
７日 （月） 13:30 はつらつ教室 18日 （金） 13:30 編物同好会
８日 （火） 9:30 なつメロ教室 18日 （金） 13:30 さわやか体操
８日 （火） 13:30 太極拳同好会 19日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
９日 （水） 10:00 千字文同好会 19日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
９日 （水） 13:30 カラオケ教室 19日 （土） 13:00 囲碁同好会
９日 （水） 13:30 書道教室 22日 （火） 9:30 なつメロ教室
９日 （水） 13:30 お菓子づくり教室 22日 （火） 13:30 太極拳同好会
10日 （木） 9:30 荘野クラブ理事会 23日 （水） 9:30 健康料理教室
10日 （木） 13:30 奉賛会理事会 23日 （水） 13:30 カラオケ教室
10日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 24日 （木） 10:00 遺族会理事会
11日 （金） 13:30 手芸同好会 24日 （木） 13:30 ブックレストラン北部
11日 （金） 13:30 さわやか体操 25日 （金） 13:30 手芸同好会
12日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 25日 （金） 13:30 さわやか体操
12日 （土） 13:00 囲碁同好会 26日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
12日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 26日 （土） 9:00 交流ウオーキング
13日 （日） 13:00 おじおばバンドライブ 26日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
14日 （月） 9:30 ひまわり会 26日 （土） 13:00 囲碁同好会
14日 （月） 13:30 はつらつ教室 26日 （土） 13:30 おじおばバンド
15日 （火） 13:30 地区社協福祉部会 27日 （日） 9:30 女性会役員会
15日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 28日 （月） 13:00 パソコン同好会
16日 （水） 9:30 オカリナ同好会 28日 （月） 13:30 はつらつ教室
16日 （水） 13:30 手話同好会 29日 （火） 9:30 交流センターそうじ
16日 （水） 13:30 花づくり教室 29日 （火） 13:30 地区社協理事会
17日 （木） 13:30 ３B体操 30日 （水） 8:30 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ交流大会

９日 （土） 13:30 おじおばバンド
１日 （金） 13:30 さわやか体操 11日 （月） 13:30 はつらつ教室
２日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 12日 （火） 9:30 なつメロ教室
２日 （土） 13:00 囲碁同好会 12日 （火） 13:30 太極拳同好会
３日 （日） 13:00 水の勉強会 13日 （水） 10:00 千字文同好会
４日 （月） 10:00 にこにこキッズ 13日 （水） 13:30 カラオケ教室
４日 （月） 13:30 はつらつ教室 13日 （水） 13:30 書道教室
５日 （火） 13:30 絵手紙同好会 13日 （水） 13:30 お菓子作り教室
５日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 14日 （木） 9:30 荘野クラブ理事会
６日 （水） 9:30 オカリナ同好会 14日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会
６日 （水） 13:30 手話同好会 15日 （金） 13:30 生花教室
６日 （水） 14:00 フラダンス同好会 15日 （金） 13:30 編物同好会
７日 （木） 13:30 川柳同好会 15日 （金） 13:30 さわやか体操
７日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 16日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
８日 （金） 13:30 手芸同好会 16日 （土） 13:00 囲碁同好会
８日 （金） 13:30 さわやか体操 18日 （月） 13:30 はつらつ教室
９日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 18日 （月） 13:30 陶芸教室
９日 （土） 13:00 囲碁同好会 19日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会

令和４年４月行事案内

令和４年３月行事案内

荘野協働のまちづくりネットワーク環境部会より
各地域の皆さん、環境ポスターの貼り替えが始まりました

荘野小学校４年生の児童作品をゴミ

ステーションに貼っています

ゴミの分別を徹底して

みんなで気持ち良い地域づくりを

※教室・同好会の日時を変更される場合、必ず職員にお知らせください。

※教室・同好会日時変更は前月２５日までにお願いします。

※月の途中でも状況に応じて、自粛をお願いする場合もあります。

※竹原市などの主催行事も中止・延期があります。確認の上ご参加ください。

※竹原市ホームページに各地域交流センターだよりが掲載されています。


